
（１）-②空港法協議会構成員

役職
次長（航空調整官）
副所長
課長
課長
部長
部長
所長
所長
個客サービス部長
所長
専務理事
会長
専務理事
空港長

開催日
平成３０年　５月２４日　　協議会開催
平成３１年　３月　５日　　協議会開催　

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
中国運輸局交通政策部　
中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所

広島県土木建築局空港振興課
広島市市道路交通局都市交通部交通対策担当

広島商工会議所産業・地域振興部
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）個客サービス部

大阪航空局広島空港事務所
開催日

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　広島空港利用者利便向上協議会　 　設立日：平成２１年７月１日

構成メンバー

組織名
中国運輸局交通政策部
中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所
広島県土木建築局空港振興課
広島市道路交通局都市交通部交通対策担当
三原市経営企画部

広島空港タクシー運営協会
（一社）広島空港レンタカー協会
国土交通省大阪航空局広島空港事務所

開催状況
主な議題

前年度事業実施報告及び本年度実施計画
広島空港BCP、運営民間委託実施方針の説明

広島商工会議所産業・地域振興部
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）
（一財）空港振興・環境整備支援機構広島事務所
（公社）広島県バス協会

　名　称　：　広島空港ユニバーサルデザイン推進部会　  設立日：平成２１年７月１日

構成メンバー

組織名

三原市経営企画部

（一財）空港振興・環境整備支援機構広島事務所

開催状況
主な議題

１．協議会等の概要

広島空港

【専門部会等】

１．協議会等の概要

広島空港

広島空港利用者利便向上協議会

広島空港ユニバーサルデザイン推進部会

広島空港ＣＳ向上推進部会（作業部会含む）

広島空港空港経営改革プロジェクト推進部会
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役職

開催日

役職

開催日
平成３０年１１月２７日開催
平成３０年１２月　６日開催 提案事業の検討

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事（顧問）
議長（顧問）
局長（参与）
局長（参与）
局長（参与）
税関長（参与）
局長（参与）
所長（参与）
所長（参与）
所長（参与）
会頭（会長）
副知事（副会長）
市長（副会長）
副会頭（副会長）
副議長（理事）

広島県市長会 会長（理事）
広島県市議会議長会 会長（理事）
広島県町村会 会長（理事）
広島県町議会議長会 会長（理事）
広島県商工会議所連合会 副会頭（理事）
広島県商工会連合会 会長（理事）
広島県中小企業団体中央会 会長（理事）
中国経済連合会 会長（理事）
広島県経済同友会 代表幹事（理事）
広島県経営者協会 会長（理事）
広島県農業協同組合中央会 会長（理事）

会長（理事）

　名　称　：　広島空港ＣＳ向上推進部会　  設立日：平成２７年５月２８日

構成メンバー

組織名
広島空港ビルディング（株）及び関連会社
広島空港就航航空会社
ハンドリング会社
広島空港ビルで物販、飲食、清掃等のサービスを提供するテナント及び事業所

広島空港の警備、手荷物検査を行う警備会社等
広島空港へのアクセスとなるバス会社、タクシー会社、レンタカー会社

広島空港の利用者のための駐車場事業者

構成メンバー

組織名
広島県土木建築局港湾空港部空港振興課
広島空港ＡＯＣ加盟航空会社
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）
（一財）空港振興・環境整備支援機構広島事務所

ＣＡＢ、ＣＩＱ、警察、広島県、三原市等の行政機関

開催状況
主な議題

　名　称　：　広島空港経営改革プロジェクト推進部会　  設立日：平成２７年５月２８日

開催状況

主な議題
平成３１年度提案事業について

　名　称　：広島県空港振興協議会　 　設立日：平成　６年　３月２４日

組織名

広島県
広島県議会
国土交通省中国運輸局

日本貿易振興機構広島貿易情報センター

構成メンバー

農林水産省動物検疫所神戸支所
広島県商工会議所連合会
広島県
広島市
広島県商工会議所連合会
広島県議会

国土交通省中国地方整備局
国土交通省大阪航空局
財務省神戸税関
法務省広島入国管理局
厚生労働省広島検疫所
農林水産省神戸植物防疫所
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（公社）広島県バス協会 （理事）
（一社）広島県観光連盟 会長（理事）
広島空港ビルディング（株） 代表取締役社長（理事）
広島県空港港湾部 部長（理事）
広島市道路交通局 局長（理事）
（一社）日本旅行業協会 中四国支部長（監事）

会長（監事）

開催日

平成３１年３月28日理事会開催

役職
副会頭
空港港湾部長
局長
広域空港管理官
会長
会長
会長
会長
会頭
会頭
会頭
会長
会長
理事
代表幹事

広島県経営者協会 会長
広島県農業協同組合中央会 会長
（公社）広島県バス協会 会長
（一社）広島県観光連盟 会長
（一社）日本旅行業協会 中四国支部長
広島市 道路交通局長
西日本旅客鉄道（株） 広島支社長
広島空港ビルディング（株） 代表取締役社長
全日本空輸（株） 中四国支社長
日本航空（株） 広島支店長
エアソウル 広島支店長
中国東方航空 中四国地区総支配人兼広島支店長
中国国際航空 広島支店長
中国南方航空 広島支店長
チャイナエアライン 中国四国地区支店長

開催日
平成３１年３月２５日　アクセスWG部会開催

役職

市長、市議会議長
市長、市議会議長
市長、市議会議長
市長、市議会議長
町長、町議会議長
町長、町議会議長

開催日

平成３０年５月１４日開催

構成メンバー

広島国際航空貨物運送協会

開催状況
主な議題

平成３０年度事業報告・平成３１年度収支予算及び事業計画

　名　称　：広島県空港振興協議会　利用促進部会　 　設立日：平成　６年　３月２４日

広島経済同友会

開催状況
主な議題

アクションプログラムの進捗状況等について

　名　称　：広島臨空広域都市圏振興協議会　 　設立日：平成８年５月２２日

呉商工会議所
福山商工会議所
東広島商工会議所
広島県商工会連合会
広島県中小企業団体中央会
中国経済連合会

構成メンバー

組織名
広島商工会議所
広島県
国土交通省中国運輸局
国土交通省大阪航空局広島空港事務所
広島県市長会
広島県町村会
広島県市議会議長会
広島県町議会議長会

構成メンバー

組織名

竹原市
三原市
東広島市
尾道市
大崎上島町
世羅町
大阪航空局広島空港事務所（オブザーバー参加）

開催状況
主な議題

平成２９年度事業報告、決算報告・平成３０年度事業計画、予算等
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（３）その他協議会の構成員（国主催）

役職
中国経済連合会 理事

幹事長
（公社）広島県バス協会 専務理事

会長
社長
所長
所長
所長
所長
支店長
空港所長
所長
所長

キャセイパシフィック航空福岡空港支店 課長代理
（一社）日本旅行業協会中四国支部 事務局長

理事
中国地域観光推進協議会 事務局長
広島エアポートホテル 取締役総支配人
広島県土木建築局空港振興課 課長

部長
広島空港ビルディング（株）企画総務部 部長
財務省神戸税関広島税関支署広島空港出張所 所長
法務省広島入国管理局広島空港出張所 所長
厚生労働省広島空港検疫所支所 支所長
農林水産省動物検疫所神戸支所広島空港出張所 所長
農林水産省神戸植物防疫所広島支所広島空港分室 次席植物防疫官

計画調整官（次長・航空調整官）
中国地方整備局企画部広域計画課 課長
中国地方整備局港湾空港部港湾物流企画室 室長
大阪航空局広島空港事務所 空港長

開催日

（一財）空港振興・環境整備支援機構広島事務所
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
春秋航空日本（株）広島空港所
エアソウル広島支店
中国国際航空広島支店広島空港事務所

　名　称　：広島空港における訪日外国人旅行者受入環境整備連絡調整会議　 　設立日：平成２７年　８月３１日

構成メンバー

組織名

広島県商工会議所連合会

広島空港タクシー運営協会
（一社）広島県レンタカー協会会員　ニッポンレンタカー中国(株)

中国東方航空広島支店広島空港事務所
チャイナエアライン広島支店広島空港事務所

（一社）全国旅行業協会中国地方協議会

三原市経営企画部

中国運輸局交通政策部

開催状況

主な議題

4



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
空港見学会 ● 2

★ FLY！広島空港キャンペーン事業（旅行セミナー、各種記念イベント就航地でのPRイベント） ● ● ● ３，４，５

利用圏拡大事業 ● ３，５

★ 各種エアポートセールスの実施 ● ３，５

★ 広島空港利用者利便向上事業（ホームページの運営） ● ● ３，４，５

★ 広島空港利用者利便向上事業（白市空港連絡バス等アクセス向上の広報） ● ２，３，４，５

海外修学旅行の促進活動（旅行セミナー、助成） ● ３，５

広島空港時刻表の発行 ● ３，５

★ エアポートフェスタ　ひろしま２０１８ ● １，２．３．４．５

★ 滑走路ウォーク ● 1

広島臨空広域都市圏振興協議会　観光振興事業（観光バスツァー等） ● ● ３，５

航空教室 ● 4

ひろしま宝しまキャンペーン（空港及び臨空都市のＰＲ） ● 4

旅行商品造成事業 ● ３，５

職業紹介(定期航空運送事業） ● 4

空港見学ツアー ● 4

★ ソラミィフェスタ（年間７回開催） ● 4

ＣＳ向上の推進活動 ● １，２．３．４．５

見学デッキ無料開放 ● 4

大型クリスマスツリーの設置及び見学デッキへのイルミネーション ● 4

エアポートサーキット（ミニ四駆レース） ● 4

「あら！いい！広島空港キャンペーン」／一日空港長／カープ優勝キャンペーン ● ２，３，４

★ まるごとＨＩＲＯＳＨＩＭＡ博２０１８　ブース出展 ● ３，５

極真会館空手大会／和太鼓スクール ● 4

初日の出観覧／新春ロビーコンサート ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

その他

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成３０年度における利用促進取組状況（広島空港）
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広島空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 広島県空港振興協議会　

実施時期 平成30年7月14日～7月15日

　旅行博「MALAYSIA INTERNATIONAL TRAVEL MART PENANG 2018」（マレーシア・ペナン）に出展

広島空港～シンガポール線の利用促進PR

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓、〔3〕空港利用者便益の増進、〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 広島県空港振興協議会

実施時期 平成30年度

・空港利用促進のためのイベント実施や就航地でのイベント参加等

・25周年記念事業・旅行会社及び政府観光局等と旅行需要喚起のためのイベント

・その他空港利用促進に資する活動

　広島大学学園祭ブース出展 まるごとHIROSHIMA博2018ブース出展

①エアポートセールス

概要

エアポートセールス事業など広島空港PRにより、エアラインへ路線拡充等を要請し航空
ネットワークの拡充等を図ることで、広島空港の利用の機運を盛り上げ利用促進を図
り、路線の維持、拡充につなげる。

内容等

②FLY ! 広島空港キャンペーン等事業

内容等

概要

（３） 主な取組内容
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広島空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 広島県空港振興協議会

実施時期 通年

・広島空港ホームページの運営／広島空港時刻表の発行

フライト・アクセス情報、旅行商品紹介、各種特集ページをホームページにて提供し、ポケット版時刻表を発行

・空港アクセス課題改善（白市空港連絡バスのアクセスに関する広報）

 HP　 チラシ

　時刻表→

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 エアポートフェスタひろしま２０１８実行委員会

実施時期 平成30年10月14日

開港25周年を記念し、空の日記念事業『ひろしま空の日ふれあい秋祭り』に特別企画などを

加え『エアポートフェスタひろしま２０１８』として記念式典を実施。

✩記念式典✩管制塔見学✩滑走路ウォーク✩空港で働く車展示✩クイズラリー✩お楽しみ抽選会など多数のイベントを実施。

ロゴ 　開港25周年装飾　 　なりきり撮影会

　空港で働く車展示

　滑走路ウォーク　

③広島空港利用者利便向上事業

概要

内容等

④エアポートフェスタ　ひろしま２０１８　～広島空港開港25周年記念～

概要

内容等
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広島空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 広島空港ビルディング（株）

実施時期 通年

地域住民等に空港や航空機に親しみを持ってもらうことや空港の賑わいづくりのため、

ターミナルビルにおいて、協議会メンバーと協力して年７回ソラミィフェスタを開催。

↓✩8月の企画として、「エアポート恐竜ワールドVor3」を開催。恐竜時代タイムスリップコーナー／動く大型恐竜模型展示など

・恐竜時代タイムスリップ ・動く恐竜 ・恐竜ツアー

↓☆12月～1月の企画として「宇宙展」を開催。

　『月の砂・火星の隕石の展示』、『未来型月面探査車・未来型宇宙服の展示』『コズミックカレッジ』など

・「月の砂」展示様子 ・月面探査車等 ・コズミックカレッジ

⑤ソラミィフェスタ（年７回開催）

概要

内容等
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